地上 11ch/112ch/HD022ch

ショップチャンネル

3月号
2020年
第67号

HD153ch

チャンネル初放送！

スタミュ

「ミュー(3)ジック(19)」の語呂
合せから音楽関係者の労働
団体・日本音楽家ユニオンに
よって制定された記念日です。

HD162ch

音楽・ライブ！スペースシャワー TV HD

海外アニメ！カートゥーン ネットワーク

V.I.P.
―東京スカパラダイスオーケストラ―
スカパラWEEK & DAY！

キッズステーション

春いちばんの祭典がいよいよ開幕！

ミュージカル学科
の候補生たちが巻
き起こす、青春ドタ
バタ・ミュージカル
ストーリー開幕！
ベストアルバムをリリースする東京スカパラダイスオー
ケストラを3月のイチオシアーティストとして総力特集！

Ⓒひなた凛／スタミュ製作委員会

HD122ch

ムービープラス

女性チャンネル♪LaLa TV

Ⓒ2008 青山剛昌／名探偵コナン製作委員会

HD123ch

音 楽 家 ば かりを
狙った連続殺人事
件が発生。殺され
た者はみな、高名
な元ピアニストが
率いる音楽アカデ
ミー の 出 身 者 で
あった。

日本映画専門チャンネルHD

3月1日㈰10：00〜ほか

TV初放送！

TV初

Ⓒ2017 SKMTDOC, LLC

Ⓒ2003 PONYCANYON INC.

坂本龍一の音楽と思索の旅に５年間の密着取材を行い、社会・環境問
題へのコミットや闘病などを交えながら彼の音楽人生を振り返る。

©THREE STAR PRO/COM

1992年12月のファイナルツアー。チェッカーズの魅力のひとつである
アカペラコーラス、リラックスしたメンバーのトークなど見どころ満載。

日本初放送！

王朝の謀略 周新と10の怪事件

3月7日㈯16：00〜
先行放送
3月9日㈪23：00〜ほか
本放送開始
明朝時代に実在した
凄腕捜査官・周新が
世にはびこる悪と巨大
な陰謀に立ち向かう、
時代劇ミステリー！！

［

HD157ch

日本初放送！
シーズン8

HD144ch

HOMELAND

］

Ⓒ Zhenjiang Huayuan Film and TV Culture Co., Ltd

ファミリー劇場

FOX HD

3月24日㈫
22：00〜ほか
珠 玉 の サ スペ ン
ス、緊迫のファイナ
ル・シーズン！アメ
リカで2020年2月
に放送開始のファ
イナル・シーズンを
日本最速初放送！

Ⓒ 2020 Showtime Networks, Inc., a CBS Company. All rights reserved.

スカイ A

HD147ch

僕たちがやりました チャンネル初放送！ しまなみ海道 親子自転車旅

3月21日㈯15：30〜〈一挙放送〉

3月7日㈯24：30〜ほか

ディスカバリーチャンネル

道端カレン＆リラン親子が初めての自転車旅へ！無事、広島県・
尾道から愛媛県・今治へたどり着くことができるのでしょうか？

11 を押す

の上を押す

地上11ch

2

ショップチャンネルから 「アツアツ」な 今月のプレゼント

11ch（0：00〜6：00/9：00〜10：00）

112ch（6：00〜9：00/10：00〜翌3：00）
デジタルHD022ch（24時間）

10

アラジン
高温で素早く焼き上げる！
外はこんがり、カリッと
中はモチモチ♪

3桁入力 を押す

2 を押す

今月の

グラファイト
トースター

ブラック＋デッカー
ガンコな汚れすっきり！
高圧洗浄機

“コンパクト
ウォッシュ”
特別セット

ちゅピＣＯＭふれあい・ちゅピＣＯＭひろしま2社あわせて

抽選で各1人にプレゼント
！

締切

ご応募はハガキかEメールでちゅピCOM通信のご感想をご記入の上「ちゅピCOM通信3月号プレゼント係」まで。

2020年

㈫
3月31日
必着

おすすめは。CARP TIMES ウエスタン･リーグ中継

注目の広島東洋カープ2軍戦の試合の模様を試合開始から終了までお届け！
試 合 日 時

HD160ch

新番組！

KBS World

HD184ch

日本初放送！

優雅な母娘
（原題）
3月26日㈭22：05〜ほか

対戦相手

3月17日㈫12：30PB

中

日

3月28日㈯12：30PB

阪

神

Credit: Discovery Communications

わずか100ドルの資金を元手に90日間で100万ドルの価値があ
る会社を作り上げることはできるのか？前代未聞の挑戦を追う！

ナショナル ジオグラフィック（HD） HD195ch

コスモス:いくつもの世界

ⒸKBS

夫と息子を失い復讐を決意した母親が、仇の娘を
誘拐し壮絶な復讐を計画する最新ドロドロ愛憎劇！

時代劇専門チャンネルHD

HD159ch

三屋清左衛門残日録 新たなしあわせ

3月24日㈫21：00〜ほか 日本初放送！ 3月14日㈯19：00〜ほか ※TV長編 TV初放送！

悠久な時間と広大な空間にある、いくつもの世界の
探査と物語は無限大の可能性を持つ。地球を探
る、希望に満ちあふれた旅に出かけてみませんか？

Ⓒ「三屋清左衛門残日録 新たなしあわせ」時代劇パートナーズ

北大路欣也主演、藤沢周平原作の大人気オリジナル時代劇
シリーズ最新作。「家族」をテーマに、新たな物語が展開する。

生中継 放送時間

12：25〜試合終了

再放送 放送日時

ダイジェスト版 放送日時

113ch 再放送 放送日時

3月23日㈪19：00〜 3月21日㈯・22日㈰8：00〜、22：00〜 3月24日㈫〜3月27日㈮25：00〜
3月30日㈪19：00〜 4月 4日㈯・ 5日㈰8：00〜、22：00〜 3月31日㈫〜4月 3日㈮25：00〜

※放送延長あり。※変更追加する場合があります。試合中止の場合はレギュラー番組を放送。 ※地上11chが映らない場合はお問い合わせください。

野球情報

ⒸCosmos Studios

窪田正孝主演の青春サスペンス学園ドラマ。イマドキ高校
生の“そこそこ”な日常が大激変！大爆破事件の容疑者に！？

地上デジタル

Ⓒ2018テレコムスタッフ

起業チャレンジ！覆面ビリオネア
3月26日㈭23：00〜

アカデミア酵母
生きてる酵母スペシャル

※ライブ放送につき、番組および商品内容に変更が生じる場合もございます。

ショップチャンネルの視 聴 方 法

022chの視聴方法
CATV を押す

今月の第1 話スタート
HD143ch

ショップチャンネ ル の ロングセラー の 魅 力に
迫る24時間。

【放送時間】
0：00〜/6：00〜/9：00〜/14：00〜/22：00〜

高級感のある機能派トートをレザー・ポーチ付きで。
【放送時間】0：00〜/7：00〜/9：00〜/14：00〜

チャンネル

太鼓、踊り、そして唄！希望のかなたへ盆唄は響き続ける。震災により存続の
危機にある福島の盆唄を100年以上唄い継ぐ人々がハワイにいたーー。

3月9日㈪

売れ続けるには“訳”がある

3月2日㈪ オススメ

112chの視聴方法
地上 を押す

3月7日㈯
23：00〜
ほか

イタリア産 グレープシードオイル

薬用美白オールインワンの3.5個分と
UVホワイトのスペシャルセットが登場！
【放送時間】
0：00〜/2：00〜/4：00〜/6：00〜14：00〜/
17：00〜/20：00〜

ラシット

プロモーション担当
高橋智子さん

【放送時間】
0：00〜/6：00〜/9：00〜/14：00〜/22：00〜

チェンジ 薬用ホワイトニングジュエリー

リモコンはイメージです︒
※

盆唄
Ｒｙｕｉｃｈｉ Ｓａｋａｍｏｔｏ： ＣＯＤＡ チェッカーズ 1992 FINAL TOUR
ー版
3月1日㈰4：00〜ほか
“ACOUSTIC COLLECTION”ＨＤリマスタ
放送！

HD120ch

スペシャルグルメデイ

ショップチャンネル
営業担当
石村隼一さん

ショップチャンネル自慢のグルメを24時間特集。

春いちばんの祭典がスタート！おトクが続々登場するドラマティックな48時間！
3月1日㈰ オススメ

HD152ch

3月27日㈮20：00〜

3月6日㈮

3月1日㈰0：00〜3月2日㈪24：00

劇場版
「名探偵コナン
戦慄の楽譜(フルスコア)」

スカパラWEEK：3月16日㈪〜22日㈰
スカパラD AY：3月21日㈯18：00〜

3月2日㈪24：30〜

Ⓒカンテレ

3月のオススメ番組

ミュージックの日とは

Pick
UP

AXN ミステリー

世界の人気商品に毎日出会える、24時間365日生
放送のショッピング専門チャンネル。世界中から
厳選した商品を毎週約500アイテム紹介し、その
うちの約半数が新商品。ご注文は24時間いつで
もOK。ライブ感あふれる番組も見どころです。

オープン戦放送日程

日時
対戦相手
放送予定 チャンネル番号 チャンネル名
3月 1日㈰ 中日−広島（ナゴヤドーム）
13：50〜 生中継 CS169 J SPORTS 2
3月 4日㈬ 阪神−広島（甲子園）
12：45〜 生中継 CS147 スカイA
3月 6日㈮ 広島−西武（マツダ スタジアム）
14：50〜 録画放送 ー TSS
3月 7日㈯ 広島−西武（マツダ スタジアム）
13：00〜 生中継
ー NHK
3月 8日㈰ 広島−西武（福山）
HOME
12：55〜 生中継
ー
3月10日㈫ 東京ヤクルト−広島（神宮球場）
12：50〜 生中継 CS138 フジテレビONE
3月11日㈬ DeNA−広島（横浜スタジアム）
12：55〜 生中継 CS176 TBSチャンネル2
3月13日㈮ 福岡ソフトバンク−広島（PayPayドーム）
未定
未定 未定
3月14日㈯ 福岡ソフトバンク−広島（PayPayドーム）
未定
ー HOME
3月15日㈰ 広島−福岡ソフトバンク（マツダスタジアム） 13：54〜 生中継
ー RCC
※広島の民放テレビ局での放送がある場合、
トップ＆リレー放送となります。

広島民放局が広島カープ戦を放送する場合、J SPORTS 1でトップ＆リレー中継がご視聴いただけます。

※巨人戦は除く。
※広島民放局で録画放送を行う場合、
トップ＆リレーによる生中継は
ございません。
※トップ中継は
リレー中継は
マークで表記しております。
※2020年2月10日現在の情報です。諸事情により変更される場合が
ございますので、
ご了承ください。

ちゅピCOMサービス、ご契約に関するお問い合わせは、ちゅピCOMお客さまセンターまで
®

0800-555-2525

株式会社ちゅピCOMふれあい

株式会社ちゅピCOMひろしま 〒730-0854

9：00〜18：00
年中無休

Facebookもチェック！

https://www.chupicom.jp

広島市中区土橋町7番1号

ちゅピCOM11chの番組情報が満載！

